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友の会スタンプ
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INFORMATION

マルジのレジ袋は、有料です。

友の会ご案内

※詳しくは店内スタッフにおたずねください。

マルジ柄のレジ袋は、サイズに関わらず１枚３円。

無地の特大サイズは、１枚５円です。

入会はカンタン！

お得です！

今すぐ友の会に

ご入会ください！

●スタンプはレシート　　円毎に1点です。

●満冊になりましたら　　　円分（税込）の

  お買物ができます。

●入会金不要、有効期限は　 年です。

●有効期限が切れていても点数の半分は新規

　カードに移せます。

200

３

1,000

sc@sugamo-maruji.jp

巣 鴨

豊島区巣鴨 4-21-11
TEL 03(3910)1409

元気に素敵生活

マルジのＳＮＳ

マルジ新聞では伝えきれない、マルジの
新鮮で豊富な情報を発信しています。
ぜひフォローしてくださいね！

巣鴨マルジ巣鴨マルジ

一部の赤パンツ商品は、

アマゾンでもお取り扱

いしています。すぐ届

く素早さが便利！

どうぞご利用ください。

マルジの赤パンツ、アマゾンでも

インスタグラム

最近の新入荷商品を
中心に、お買い得情
報や地蔵通りの様子
など、画像や動画で
お知らせしています。

ツイッター

急遽値下げ！とか、
今日のお買い得など、
今知らせたい、受け
取ってほしい！そん
な情報を発信中です。

マルジは
すべて

税込価格

3/1 ～ 3/103/1 ～ 3/10 3/21 ～ 3/313/21 ～ 3/313/11 ～ 3/203/11 ～ 3/20

毎月１ヵ月間を３つに分けて、このタイミングを逃さず買ってほしい、マルジおススメのお値打ち

品をご提供　　すでに安いマルジ価格を、更にお安くお届け！　　お見逃しなく！！

10days10daysサービス！サービス！わくわくわくわく

２倍　　　２倍　　　毎月１５日～１７日は、友の会スタンプ　　　 押しの日

来月は です。

　　　のトイレは
お気軽にお使いください

　　　　裏の
公園トイレは車イス
でのご利用ができます

お買上品を有料にて宅配便でお送りし

ます。大きさにより送料は変わります。

※詳しくはサービスカウンターまで。

営業のご案内

２・３・４号館    年内無休

１号館は、ただいま休業中です。

配送サービスご利用できます

期間中、2000 円以上お買い上げで、

【ソフランプレミアム消臭ウルトラゼロ】

詰め替え用400ｍLを１本プレゼント！

マルジ３館で期間中のレシート合算が

できます。おひとりさま１本まで。

限定数１０００本、予定数が終了次第、

期間内であっても早期終了します。

Twitter キャンペーン同時開催！

ゴールデンタイガー

丸寅

M/L  1,980円　LL  2,080円

前背

金の虎プリント　ボクサー&トランクス　　　　Ｔシャツ

前から後ろへ縫い目なくプリントされた
金の虎のＴシャツ M/L/LL  3,980円

おともだち登録してね！

期間中入会
でも OK！

期間中入会
でも OK！

3/18～23（金） （水）

ウルトラゼロ
詰め替え用
４００ｍL

２ヵ月連続で合計2000

1000本

万が一予定数終了した場合、ほかの商品（ポケクリンを予定）に切り替わります。

ただいま、 友達登録してくださった
方に、 大人気フレグランスブランド
「ジョンズブレンド」 のエアフレッ
シュナーのプレゼントクーポン発
行中！　すでにおともだちの方も
プレゼント対象です！
ぜひもらいにきてね！

マルジの公式LINE @064bsstl

プレゼント！

LINE 会員限定 ３月10日（木）～１３日（日）３月10日（木）～１３日（日）

３月1０日～１３日の期間中に使える、

レジ１回分まるごと20％OFFクーポン発行！

メッセージが届く状態でおまちくださいね！
※１会計のみですので、マルジ３館いずれかでの使用になります。
※最終日の閉店時間までにお使いください。
※お支払いは現金のみのご利用です。
※店舗でのみご利用できます。通販ではご利用いただけません。
※マルジ友の会のスタンプはつきません。
※LINEアプリのダウンロード及びアカウントの取得は、必ずお客様自身でお済ませください。

２０％OFFキャンペーン

スケボー寅ちゃん

刺繍アップ

虎の赤ふん

以前より一部に大ファンを抱える赤の越中ふんどしに、実は今年、寅年バー

ジョンが登場していました！　ありがたくも赤パンツファンを公言してくだ

さっている千原ジュニアさんが、昨年末に奇しくも赤ふんユーザーにシフト

チェンジしていたと知り、マルジもびっくり。とにかくよく眠れるようになり、

普段から褌を愛用するようになったそう。今年は赤ふんが来る年かもしれま

せんね！　　　　　赤褌を語る千原ジュニアさんの youtube はこちらから➡

税込1,980円

マルジで北海道

うまいもん市

グンゼTuche
黒がきわだつパンスト

キャラクターハンドソープ

メーカー価格 950 円

メーカー価格 4400 円

299税込

円

格子柄キッチンタオル
12枚組

紳士・婦人
シルク５本指ソックス

不織布マスク50枚組

紳士・婦人ミズノ
３足組ソックス

片面ガーゼタオル

マルジ価格帯 178 円

マルジ価格 158 円

マルジ価格 430 円

メーカー価格 550 円

メーカー価格 550 円

110税込

円

158税込

円

マルジ価格 980 円

500税込

円

80税込

円

200税込

円

すみっコぐらし
ハンドジェル30ｇ80税込

円
マルジ価格 158 円

110税込

円

200税込

円

2020五輪オフィシャル
レインポンチョ

野菜のディップ
ブロッコリー・ワサビ

712円

野菜のディップ
ブロッコリー・ワサビ

712円ハニーマスタード
669円

ハニーマスタード
669円

あずきバター
777円

あずきバター
777円

あずきミルクジャム
702円

あずきミルクジャム
702円北海道カマンベール

チーズディップ
810円

北海道カマンベール
チーズディップ
810円

1952年

昭和2７年創業
 2022 年３月号
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４月１５日（金）▶１７日（日）

マルジには数多くの芸能人の方にご来店頂いた。その中で誰が一番美人・カ

ワイかったかは甲乙つけがたい。最近でも川口春奈さんや水川あさみさん真

飛聖さんなど美人さんにご来店頂いた。

そんな中で私が一番印象に残っているのは 2007 年の、フジテレビ「拝啓父

上様」というドラマで来店された黒木メイサさんだ。写真は NG のはずが、

頼むと「どこにも出さないならば

OK ですよ」と気持ちよく応じてく

れた。フィルムを現像に出し写真が

あがってくると、ありゃ不思議、メ

イサさんの顔はクッキリすっきり

写っているが、私の顔は輪郭もボン

ヤリとボケていたのだ。こうも違う

ものかと実感した一枚となりました。

い寒さでしたが、 例年ならあたりまえのようにあった日本製の 「暖か靴下」

や 「腹巻付きショーツ」、 大きいサイズのパジャマなど、 サプライチェーンのど

こかに支障があると商品が作れなくなりました。 まして価格の安さが売りの海

外製品となると、 円安が価格急上昇に拍車をかけ、 企画したものの生産をや

めるメーカーさんも多いことは、 大げさではなく前述のとおりです。 すでに東

京の問屋街では、 ほとんどメンズ衣料品とベビー・子供洋品を扱っていません。

大阪 ・ 名古屋の問屋さんでも新しい商品企画は見当たりません。

■コロナ禍で増えた医と食

コロナ禍で巣鴨地蔵通商店街の周辺では２５店舗くらいが閉店し、 そのあと

には新しいお店が出店しました。 駅前、 商店街第一支部、 第二支部などの

立地で新陳代謝する業種が違いますが、総じていえば、減ったのは「物販」「飲

食」 が圧倒的で、 増えた店は 「医 ・ メディカル」 そして 「食品」 です。 マ

ルジのまわりは特に 「食品店」 が急激に集まり、 にぎやかな街並みになりま

した。

衰退するアパレル業界、 地域密着商圏化する商店街、 マ

ルジも OS ドラッグ様の 7 月移転を機に形を変えていこうと

思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次号につづく）

■建築会社の社長がつぶやきました

知り合いの某建築会社の社長さんが言うには、 「マンション建築をしているけど

鉄骨不足に輪をかけて、 空調機や湯沸かし器、 照明器具も足りなくて業界中

が大騒ぎです。しかも建材資材費がどんどん値上がりでまいりましたよ・・・ 」と、

嘆いたのです。 主な原因は過度な中国依存の生産背景によるものです。

■衣料品業界から聞こえてくる悲鳴

衣料品業界の海外依存度は９８％でさらに最悪な状況です。 中国などから運

ぶための船やコンテナなどが不足し、 綿糸や原油価格の高騰にくわえて、 パ

ジャマや肌着のメーカーさんの話ではコンテナ代が 1 年前まで 1５万円くらい

だったのが、いまは３５万円～４０万円になっているというのです。 そうかといって、

799 円クラスの発熱肌着を 1000 円にしようとすると、 大手小売業のバイヤー

たちから注文が入らず、 生産中止に追い込まれて結局、 「どこに行っても売っ

ていない」 という買物難民が増えるのです。 さらに円安になれば、 確実に国

内外を問わず大幅に値段が上がります。 「では、 日本で作れば良い」 という

意見も、 「人口減少」 の波にかき消されてしまいます。

■いまや東京の問屋街ではメンズ洋品の仕入れができない

値段が上がるだけならまだしも、 商品が作れなくなってきました。 この冬は厳し

３月のご案内

マルジ社長

予定は変更になる場合がございます。

３年目のコロナ禍、衣料品も値上がり、商品が揃わなくなる

忘れられない２ショット
３月２日（水）

３月５日～６日 ,２６日～２７日

ガラポン抽選会ガラポン抽選会ガラポン抽選会
★2,000 円お買い上げごとに

１回抽選できます。空くじなし！
特賞は１万円のマルジ商品券！

※最終日は１８時で終了です。
※LINE会員は無料で一回ひけます！

３月１０日（木）～１３日（日）

昨年末、 いつも期間貸しをしているスペースに工事が入っていて、
思わず施工業者の方に、 「なんのお店ができるんですか？」 と聞
いてしまいました。 「洋菓子屋さんですよ」 という返事に、 同僚と
ふたりでわくわくしたのを覚えています。
『タルトリーアルベール』さんは、本場フランスの手作りタルトのお店。
何度か買って食べてみたのですが、 とにかく生地がサックサク！ ブ
リゼ生地というもので、 日本でよく使われているクッキー生地とは
違い、 砂糖を使わずサクサクした食感が特徴で、 具材のおいしさ
を引き立てるのだそう。 確かにどれも、 中身の印象が強く残ります。
フランスではよく使われるものだそうです。 これが本場フランスの味
なんだなぁ、 と堪能しました。
チェーン店や姉妹店などもなく、 巣鴨にだけあるお店なんだそうで
す。 巣鴨の新しい人気スイーツとして、根付いていくと嬉しいですね！
いつもいろんな種類のタルトが並んでいますので、 好きな味がきっ
とみつかりますよ。

第１０回

生まれ変わる地蔵通り商店街

スタッフ日誌 経理・総務　ふじお

３年前からマルジの総務・経理を担当して

います。勤務時間中はほとんど事務所の中

にいて、お客様とあまり接することのない

裏方の仕事です。

葛飾で生まれ育った私は子供の頃から祖父

母や両親に連れられて巣鴨とげぬき地蔵に

よくお参りしていました。今でも家に巣鴨

で買ったお地蔵様をお祀りして、縁日(４・

１４・２４日)にはお団子をお供えしています。

そんな私がハローワークでマルジの求人を

見たのもお地蔵様の縁日の5月14日でした。

今ここにいるのはお地蔵様が結んでくださ

ったご縁、と思っております。

大好きな巣鴨で働くことができるようにな

り、毎日の通勤がとても楽しかったのです

が、残念なことにコロナ禍で町の賑わいが

なくなってしまいました。今は一日も早く

以前のような活気のある町が戻ってくるよ

うお地蔵様にお祈りしています。

地蔵通り商店街 眞性寺

中山道
折
戸
通
り

2号館 4号館 3号館都
電
庚
申
塚
駅

Ｊ
Ｒ
巣
鴨
駅

高岩寺

タルトリーアルベール

巣鴨の
フランス人

★すがもんと一緒に写真を撮ろう！
みんな来てね～（12・14・15 時）
※情況により、中止になる場合があります。
その際はマルジ Twitter・LINE ブーム等
ＳＮＳにてお知らせします。ご了承ください。

すがもん撮影会
３月２日（水）,１５日（火）～１６日（水）

マルジの日&

★スタンプが通常の２倍！ ご入会のチャンス！
新入会のお客様にはプラス５点プレゼント！

★毎月１５日～１７日はスタンプ２倍！

貯まる！

　たまる！

友の会スタンプ２倍！

こんなに違うのか！！

▲左がフランス人オーナーの
　ギヤンディさん

▲縁日だけ登場するハーブ
　ソーセージ！

▲生地はサックサク！のブリゼ生地

火曜定休日　東京都豊島区巣鴨 4-19-9　03-5980-7955

マルジ常務

マスコミ思い出話

20％offキャンペーン
★期間中、LINE のお客様限定で、レジ１回分

まるごと 20％OFF になるクーポン発行！
当日入会でも OK! ！詳しくは裏面を見てね！

※現金のみのお支払いに限ります。

夢の中のマルジの店員役

ぼ
わ
～
ん

メイサさんの絵、 下手ですみません

第 0265 号（マルジほのぼの新聞）令和 4 年 3 月発行   購読料無料

北海道らーめん北海道らーめん
札幌カレーラーメン
各324円

北海道産
じゃがいも100％
北海道産
じゃがいも100％
いももち６コ入
648円

メイドイン
北海道
メイドイン

北海道せんべい
各356円

ポテバタ４こ入
 

ポテバタ４こ入
 702円

ノースファームストックノースファームストック

都合により掲載品はごく一部ですが、お店にはめっちゃたくさんいろんなものが入荷しますよ！都合により掲載品はごく一部ですが、お店にはめっちゃたくさんいろんなものが入荷しますよ！

塩らーめん調理例塩らーめん調理例

※函館のふるさと納税
　返礼品にもなってます
※函館のふるさと納税
　返礼品にもなってます

なまらうめ～

なまらうめ～

スープまじうま
！

これは止まらん‼！！

かにかに

海老ごぼう海老ごぼう
キタアカリキタアカリ

玉ねぎ玉ねぎ

うにうに
昆布昆布

レンジもいいけど

湯煎がよりおいしいよ！


